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２００４Ｋｉｃｋ－ｏｆｆ EMC－C
２００８年 ２月 ＴＯＦ･ＣＳ･ＦＦの月
国 際 会 長 主 題：Lasse-Bergstedt（デンマーク）
「 国境なき奉仕 」【示そうワイズ！ 伸ばそうワイズ！】
ア ジ ア 会 長 主 題：藤井 寛敏 （日本）
「 国境なき奉仕 」【ワイズメンの旗のもとに】
西 日本 区理 事主題：神谷 尚孝 （和歌山クラブ） 「 確信を持って前進しよう！ 」
阪 和 部 会 長 主 題：遠藤 通寛 （大阪泉北クラブ）「 共に楽しく歩もうワイズライフ 」
ク ラ ブ 会 長 標 語：吉田 絹恵 （和歌山クラブ） 「 ひとりひとりの力の結集を 」
クラブ役員

会長：吉田絹恵

直前会長：三木 求

次期会長：市川一郎

書記：東 正美

会計：撫養美弥子

田辺･大阪堺･大阪長野･大阪サザンスカイクラブ合同ホスト

2 月 BF 例会のご案内
と

阪和部 新年合同例会の報告

き：2 月 21 日（木）18:30～

日時：1 月 13 日(日)16:30～19:30
場所：大阪南 YMCA ホール（4 階）

と こ ろ：和歌山 YMCA ６階 ホール
例会当番：中谷･山田･堀井
司
会：中谷保好
プログラム
開会宣言・点鍾
会長 吉田絹恵
会食／食前感謝
平嶋千香子
会務報告
会長 吉田絹恵
入会式
守田諒介様
「BF について」阪和部ファンド事業主査 吉村佐知子
ＹＭＣＡの歌
一 同
閉会点鍾
会長 吉田絹恵
＊切手切り作業を行いますので、各自はさみをご持参く
ださい｡
＊ご出欠は、必ず 2 月 19 日(火)までにお願いします｡
吉村佐知子 ドライバー委員長へご連絡ください。
ＴＥＬ・ＦＡＸ
０７３－４５５－２７２２

参加者（登録）：145 名（和歌山クラブから 市川、阪口、東、
平嶋、廣瀬、堀井、三木、山名、山田、吉田、吉村、神谷ﾒ）
今回の新年合同例会は、田辺･大阪堺･大阪長野･大阪サザ
ンスカイクラブの 4 クラブ合同ホストにより開催されました｡
合同ホストによる阪和部新年合同例会の開催は、阪和部始
まって以来のことです｡
また、例会の中で新入会員のご紹介も予定されているという
こともあり、昨年 8 月に入会されて吉本昌純メンは、阪和部会
でご紹介をしていただいておりましたので、今回は阪口佳也メ
ンと山名隆次メンのお二人が、皆様の前でご紹介されました｡
例会には、前日から大阪で開催されていた「西日本区次期
役員研修会」を終えられた森本栄三直前理事さんや、神谷西
日本区理事の後の次期西日本区理事佐藤典子さん（熊本ジェ
ーンズクラブ）等の方々にご臨席いただき、新年の合同例会
に花を飾っていただきました｡
第 2 部では、箏とフルートのコラボレーションと題し、出演者
に菊伊祇京子様（箏）、菊富津聖子様（箏）、冷水精子様（フル
ート）の三氏により新春にふさわしい「春の海」等を熱演してい
ただきました｡ また、日本のわらべ歌の演奏には、参加者全
員がなつかしい曲に口ずさんでいらっしゃいました｡
お世話いただいた４クラブの皆様方、本当にありがとうござ
いました｡

BF について
国際代表や BF 代表が公式行事に参加する旅費等の資金
源として、全ワイズメンの参加によって集められる資金です。
使用済み切手を集め、切手市場で換金しています。
吉村佐知子阪和部ファンド事業主査
今期の阪和部ファンド事業主査 昨年 10 月には強調月間
「BF」に合わせて、各クラブを訪問し事業の啓発活動を展開！

今月の聖句
あなたがたのうちでいちばん偉い人は、仕える者にな
りなさい。 だれでも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は
高められる｡
マタイによる福音書 23 章 11 節～12 節
ご紹介される坂口ワイズ（左から二人目）と山名ワイズ（同三人目）

1
月

籍

出席

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ

ﾒﾈｯﾄ

ｺﾒｯﾄ

ｹﾞｽﾄ

出席率

16 名

15 名

1名

5名

0名

22 名

１００％

Ｂ Ｆ
1月
累計

切手
集計中
集計中

現金
4,000
63,718

ＢＦ計
4,000
63,718

和歌山クラブ １月委員会報告

和歌山クラブ 1 月例会報告

書記
東 正美
日 時：2008 年 1 月 10 日(木)19:00～21:00
場 所：和歌山 YMCA 3 階（図書室）
出席者：市川、神谷、中谷、東、平嶋、廣瀬、堀井、丸山、三木、
吉田、吉村

［協議事項］
１．１月例会内容の確認
２．３月例会 20 日(祝)会場閉館の為 3 月 21 日(金)に変更。
３．バングラディッシュ災害支援募金２万円送金済
ＣＳファンドより支出。
４．クラブ地域奉仕事業として社会福祉法人虎伏学園に支援
金１０万円を贈呈する。(ＣＳファンドより支出）
※西日本区ＦＦ資金 50 万円の申請手続中。
５．阿南国際海洋センター支援募金の件、紀の川クラブと検討。
(１人乗りカヤック阪和部より 10 艇を贈呈１艇 10 万円)
６．西日本区大会で開催の連絡主事の集いに和歌山クラブ廣
瀬連絡主事の参加を要請し参加費用の補助について検討。
紀の川クラブと話し合いの上決定する。
７．部交流事業アンケート(回収分)郵送済。
８．メネットお茶会 2 月 16 日(土)10:00～堀井ﾒﾝ宅
参加予定：市川 市川ﾒ 平嶋 堀井 吉田 吉村
９．阪和部主査会 2 月 9 日(土)13:00～15:00 大阪南 YMCA
評議会 2 月 9 日(土)15:00～17:00 大阪南 YMCA
10. 次期会長・主査研修会 3 月 15(土)～16 日(日)
参加：三木、市川、東 チサンホテル新大阪
11. Y サ・ASF 資金自由献金(１人 1,000 円以上)
担当堀井ﾒﾝ ユース・ワンコイン運動にもご協力下さい。
12. 12 月Ｘマス例会余剰金 15,474 円を Y’S ファンドへ入金。
13. 誕生日プレゼント スプーン 30 個購入。
14. 和歌山クラブリーフレット 50 部作成。
15. エイズキャンペーン 2 月 24 日(日)無料
阪和部地域奉仕・環境事業主催 14:00～16:00
「HIV/AIDS とどのように向き合えるのか」
講師 繁内 幸治 氏 和歌山 YMCA にて
16. 第２回地域清掃活動 3 月 13 日(木)
17:00～18:00 クラブの委員会の開催時刻前です。
全員のご協力をお願いします。
17. 阪和部ウエルネスウオーク（熊野古道 6.5km）
4 月 19 日(土) 9:00 JR 和歌山駅東口集合(4/5 締切)
メン・メネット 3,500 円 コメット 2,000 円
18. 第 10 回阪和部テニス大会 4 月 20 日(日)
10:00～15:00 堺市原池公園体育館(4/12 締切)
19. 次々期理事推薦依頼の件 推薦者ありません。
20. 理事通信１月号回覧中、ご一読下さい。
21. 6月13～14日開催の区大会の案内・参加要綱が個別に郵
送されました。全員参加のご協力をお願いします。

☆阪和部ウエルネスウォークのご案内☆
日時:4 月 19 日（土） 9:00 JR 和歌山駅東口集合 少雨決行
交通機関：チャーターバス 参加費：メン・メネット 3,500 円
目的地：熊野古道中辺路
締め切り 4/5(土) 藤井主査まで
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書記 東 正美
強調月間：IBC・DBC
日 時：1 月 17 日(木)18:30～20:30
会 場：和歌山 YMCA ６階
ゲスト：前田哲也様 （虎伏学園園長）
米田先生と和歌山 YMCA 国際福祉専門学校生の皆様
南方里衣子様（日本語科教員）
ビジター：澤田賢司様(西日本区 EMC 事業主任京都ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ)
松岡義隆様(区 2000 推進ﾁｰﾑ委員長 長浜)
遠藤通寛様(阪和部部長 大阪泉北)
正野忠之様(阪和部 EMC 事業主査 大阪河内)
東 良學様(区理事事務局長 大阪サウス)
和歌山クラブ：市川 神谷 阪口 中谷 東 平嶋 廣瀬、堀井
丸山 三木 撫養 山田 山名 吉田 吉村 吉本
メネット：市川 神谷 高垣 田中 吉本
プログラム 司会 丸山メン
・食
事 18:30 食前感謝 平嶋メン
・開会点鐘 19:30
・会長より会務報告
○活動支援金贈呈式 虎伏学園園長前田哲也様へ
18 才までの心のケアーを必要とする子供達の為の児童養
護施設ですが、つつじか丘に新設中であり、クラブ地域奉
仕活動として支援金 10 万円を贈呈しました。前田園長より
謝意が伝えられました。
○西日本区 2000 推進チームによる入会式収録
すでにご入会の阪口ﾒﾝ・山名ﾒﾝ・吉本ﾒﾝ・ﾒﾈｯﾄの皆様に
再び登場して頂き、緊張感の中で YMCA 内の例会場での
入会式の模様が収録されました。
西日本区 2000 への第一歩はクラブから。
私達にとっても大きな目標であり願いです。この貴重な経験
はクラブに新たな勇気を頂きました。力を合わせて更なる前進
を。 ご来訪の皆様に心より感謝致します。
○国際福祉専門学校生(20 名)の皆様によるミュージックベル
の演奏
澄んだ音色の演奏は新年の例会にさわやかな風を吹き
込みました。この例会出演に向けて練習を重ねて下さった
米田先生と学生の皆様ありがとうございました。
・メネットさん手づくりのおぜんざいが例会を一段と温かいもの
にし全員で味わいました。 ご馳走さまでした。

１月 ニ コ ニ コ 箱

16,000 円

松岡義隆 2000 推進チーム委員長：ご協力に感謝して
遠藤通寛阪和部長：ぜんざい、ごちそうさまでした｡
市川:新年おめでとう。 今年もよろしくお願いいたします。
神谷：和歌山 YMCA 介護福祉科学生達の真剣な演奏に感動
しました。
東：緊張と楽しさの充実した例会となりました。入会式収録は
始めての嬉しい経験です。
平嶋：無事に喜寿を迎えられたことに、心から嬉しく思ってい
ます｡
丸山：新年にふさわしい例会でした｡
三木：専門学校の皆様、また 2000 推進チームの皆様、ありが

とうございました｡ すばらしい 1 年でありますように。
撫養：清々しい新年の例会でした｡ 専門学校生によるハンド
ベルもすばらしかったです｡ 感謝です｡
山田：吉本メン、阪口メン、山名メン、ご入会おめでとうござい
ます｡ これから末永く、よろしく
山名：健康に感謝して
吉田：和歌山クラブにとって輝かしい例会となりました｡ 2000 推
進チームによる入会収録も無事終了しました｡ 皆様のご
協力ありがとうございました｡
吉村：素敵な新年の例会でした｡今年もよろしくお願いします｡
吉本：オカリナ演奏、感動しました｡
高垣ﾒ：優しいミュージックベルの演奏は、素敵でした。 介護
専門学校の皆様、ありがとうございました｡
田中ﾒ：虎伏学園の計画が全て成就できるようにお祈りします｡

和歌山クラブ

次年度役員等選考委員会の報告
日 時:12 月 22 日（土）14:00～15:20
場 所：和歌山 YMCA 会館 504 号室
出席者：市川・東・平嶋･堀井･三木･撫養･吉村･吉田･市川ﾒ
クリスマス街頭募金活動終了後、市川次期和歌山クラブ
等により、次期和歌山クラブの役割担当を検討しました｡
なお、この日に検討された結果を、選考委員会からの案
として 1 月例会に提出させていただきました。
例会におきまして、満場一致でご承認いただきました。
新年度も引き続き、よろしくお願いします｡
２００８年～０９年度役割分担表 （◎は委員長）
１ 会長
市川一郎
２ 直前会長（副会長）
吉田絹恵
３ 次期会長（副会長）
三木 求
４ 書記
吉田絹恵
５ 会計
堀井祉文子
６ Ｙサ・ユース(ASF･YMCA)
◎中谷保好、山名隆次、
吉田絹恵
７ 地域奉仕(ＣＳ･TOF)
◎吉村佐知子、堀井祉文子、
吉本昌純、
８ ＥＭＣ
◎山田 豊、中谷保好、
阪口佳也、東 正美
９ ファンド（ＢＦ・ＥＦ・ＪＷＦ） ◎平嶋千香子、阪口佳也
市川一郎、堀井祉文子
１０ 交流(IBC・DBC･YEEP･STEP) ◎丸山健樹、東 正美、
中谷保好、
１１ ブリテン
◎神谷尚孝、吉本昌純、撫養美弥子
１２ プログラム
◎神谷尚孝、東 正美、撫養美弥子
１３ ドライバー
◎撫養美弥子、吉村佐知子、
田中登紀子、高垣幸子
１４ 連絡主事
廣瀬文章
１５ 会計監査
丸山健樹
１６ メネット会長
市川美智子
１７ 阪和部長
三木 求
１８ ＥＭＣ事業主査
東 正美
１９ メネット事業主査
田中登紀子

ＩＢＣ・ＤＢＣたより
韓国･群山 A クラブ (1980.11.20 IBC 締結)
群山 A クラブの文吉洙様から 12 月 27 日付けで、丸山健樹
交流委員長宛にお手紙が届いています｡
丸山健樹様へ
新年おめでとうございます｡ 早や一年が過ぎ去り、新しい
年を迎えられました｡
貴クラブの皆様方もお元気なことと、お慶び申し上げます｡
小寒･大寒が近づいてきますが、厳しい寒さは来ていませ
んね｡
当クラブも、おかげさまで皆元気いっぱいで、いつものとお
り楽しい例会を続けています｡
当クラブの朴成会長は、公立群山大学の教授であるととも
に、全羅北道教育委員にも当選され、地域社会においても大
いに活動しており、将来有望な人物であると評価されていま
す。 彼の会長在職期間中に、両クラブ会長団がブラザークラ
ブを公式訪問したいものです｡ 吉田絹恵会長様、何卒ご来
群ください。
去る 11 月 19 日には、韓国大統領選挙が行われ、野党の李
明博候補が、次点と 500万票の大差で大統領当選されました｡
現在、引継ぎ委員会が構成され 2 月の就任式の準備中で
す｡
それから、私の個展における写真集を、本日船便にてお送
りいたしますから、和歌山クラブのメンバーの方にお渡しくだ
さい｡
また、去る 11 月 22 日には、韓国全北地区成光文総裁（当ク
ラブ所属）の主催による合同結婚式を行いました｡
新年は、ますます盛んな交流を希望します｡
では、主の御手に導かれて歩むことができる幸いをしみじ
み感じ、ご健勝をお祈り申し上げます｡
2007 年 12 月 27 日
文吉洙

西日本区次期役員研修会に参加して
三木 求
日時：1 月 12 日（土）13:00～13 日(日)16:00
場所：ホテルクライトン新大阪
和歌山クラブからの参加者：神谷区理事、三木次期阪和部長
不安と緊張が交差する複雑な心境で、次期役員研修会に臨
みました｡
この研修会の対象者は、次期の主任･部長であり、現主任･部
長もご参加され、新年度に向けての体制や考え方等を検討す
るというものです｡
研修の初日は、午後 1 時から神谷西日本区理事の現状報告
からスタートし、佐藤典子次期理事の活動方針が発表されまし
た｡ 研修は、翌日の午後 4 時までミッチリと、西日本区や部
の運営等に重点をおいた内容の濃い研修でした。
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講義の内容によっては、理解しづらい箇所もあり、こんなこと
で果たして部長の職務を全うすることができるのか、大変不安
になりましたが、今さら後戻りできませんし、皆様方のご協力を
いただきながら職責を果たしたいと、決意を新たにしました｡
3 月 15 日～16 日大阪で西日本区次期主査･会長研修会が
開催されますが、その時には次期部長として次期主査･会長
に具体的な年間のスケジュール等を発表しなければならない
ため、それまでに具体的な計画を作らなければなりません｡
次期主査・会長様始め皆様方、今後ともご指導のほどよろし
くお願いいたします｡
［次期のクラブ会長・主査様へ］
西日本区次期会長・主査研修会
日時：3 月 15 日（土）～16 日（日）
場所：新大阪チサンホテル
＊今からスケジュールの調整をお願いします。

ワイ！Ｙ！クッキング開催
東 正美
日 時：2008 年 1 月 19 日(土)10:30～14:00
会 場：和歌山 YMCA 家政実習室
講 師：留学生の皆さん（ネパール、韓国）
メ ニ ュ ー：ネパールカレー・ビビンバ・タクトリタン
主 催：和歌山 YMCA 国際交流委員会
和歌山 YMCA 国際ボランティアの会
取 材：和歌山新報より
YMCA の留学生から母国の料理を伝授して頂く楽しいプロ
グラムですが、今回は親子での参加も大歓迎との呼びかけに
大勢の申込みがあり、文字通りワイワイと賑やかで楽しい料理
教室となりました。
いずれの料理もその国の家庭料理で
講師をして下さった４人の留学生の
皆さんと一緒に試食するのもこのプ
ログラムの嬉しい時間です。
ご参加の皆様に感謝です。
参加：吉村、東、三木理代･田中理菜（三木ワイズの孫メット）

2 月 Y’s 行事予定
9 日（土) 13:00～ 阪和部第 3 回主査会 大阪南 Y
15:00～ 阪和部第 3 回評議会 大阪南 Y
14 日（木）19:00～ 和歌山クラブ 2 月委員会 和 Y
16 日（土）10:00～ メネットお茶会
堀井メン宅
21 日（木）18:30～ 和歌山クラブ 2 月例会 和 Y
24 日（日）14:00～ 阪和部エイズキャンペーン 和 Y

もうご自宅に届いていますか? 大会登録ご案内
阪和部のパワーを結集して成功させよう！！

第 11 回西日本区大会 「まほら大和に集うワイズの力」
6 月 14 日(土)～15 日(日) なら 100 年会館＆ホテル日航奈良
大会サイト URL ｈｔｔｐ:/ｗｗｗ.ｙｓ‐ｗｅｓｔ.ｏｒ.ｊｐ/ｒｃ2008/01/20
［主なプログラム］
6/13(金) 19:30～ 前夜祭
ホテルフジタ奈良
6/14(土) 9:00～ 西日本区次期準備役員会
10:30～ 連絡主事の集い
11:00～ メネットアワー
13:15～ 第 11 回西日本区大会＜1 日目＞なら 100
18:30～ 懇親会
年会館･ホテル日航奈良
21:30～ フェローシップアワー
6/15(日)
第 11 回西日本区大会＜2 日目＞なら 100
9:20～ 早朝礼拝
年会館
10:15～ 表彰式･理事引継ぎ式
12:30 閉会式終了
＊第 1 次締め切り 3 月 31 日 大会登録
10,000 円
懇親会登録 11,000 円

神谷西日本区理事の動き
２月 １日(金) 2010 年横浜国際大会準備委員会 東日本(事)
４日(月） 日本区大会実行委員会
奈良 YMCA
７日(木) 理事事務局会議
西日本区事務所
９日(土) 阪和部主査会・評議会
大阪南 YMCA
１０日(日) 京都トゥービークラブ１０周年記念例会 京都全
日空ホテル
１１日(月･祝) 地域奉仕・環境事業委員会 大阪みなと Y
１５～１７日(金～日)アジア年央会議(MYC) 東京韓国 Y
２４日(日) 草津クラブ２０周年
草津エストピアホテル

2 月和歌山 YMCA の予定
<介護福祉科>
入試

２/3（日）、１７（日）

<日本語科>
特に行事がありませんので記載していません。

<ウエルネス>

お誕生日おめでとう

ハチ高原スキーキャンプ ２/9（土）～１０（日）
幼児ゆきあそび
２/9（土）～１０（日）
未就園児説明会
２/13（水）、２５（月）

★★★ 2 月 13 日 市川美智子 ★★★
★★★ 2 月 25 日 吉田絹恵
★★★

<ランゲージ>

編集後記
前月の和歌山クラブブリテン 1 月号の和歌山
クラブメンバーへのブリテン配布は、新年のご挨拶の思いを
込めて、郵送で元旦にお届けできるように、その作成や発送
準備作業を進めました｡ しかし、お届けできたのは 2 日にな
ってしまったところが多かったと思います｡ 残念！！！ い
ずれにせよ，原稿のご提出はお早目に！
ブリテン委員会 三木

未就園児説明会 ２/13（水）、２５（月）

<全体行事>
合同理事会 ２/5（火）
全体教職員会 ２/8（金）
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